
2016年（平成28年）５月号 10各施設のお知らせかごしま市民のひろば

平川動物公園 ※今月は２・３面で特集
〒891-0133 平川町5669-1 ☎261-2326（D261-2328）
開９時～17時（入園は16時30分まで）
休12月29日～１月１日

かごしま環境未来館 
〒890-0041 城西二丁目1-5 ☎806-6666（D806-8000）
開火～土曜日９時30分～21時（日曜日、休日は18時まで）
休月曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月３日

市立図書館 
〒890-0063 鴨池二丁目31-18 ☎250-8500（D250-7157）
開９時30分～21時（土・日曜日、休日は18時まで）
休火曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月３日、特別整理期間（年１回14日以内）

市立科学館 
〒890-0063 鴨池二丁目31-18 ☎250-8511（D256-1319）
開９時30分～18時（入館は17時30分まで）
休火曜日（休日のときは翌平日）、12月29日～１月１日

かごしま水族館 ※今月は４面で特集
〒892-0814 本港新町3-1 ☎226-2233（D223-7692）
開９時30分～18時
休12月第１月曜日から４日間

①自分史づくり講座
内自分史をつくるため
の原稿の書き方や仕
上げの方法など

対市内に住む本講座の
未受講者で全て受講できる人

期６月１日・15日、７月６日・20日、８月17
日の水曜日14時～15時40分（全５回）

定20人（超えたら抽選）　料無料
◇申込期限　５月23日（必着）

②親子読書グループ等研修会
内読み聞かせ活動の講話や読み聞かせの実
演（りとるコアラ）

対親子読書グループや読み聞かせ活動に参
加している人

期６月８日（水）10時30分～12時
定40人（超えたら抽選）　※託児なし
料無料　◇申込期限　５月30日（必着）

－①②共－
申申込用紙かはがき、電話、ファクス、
Ｅメールで各申込期限までに市立図書
館（{tosyo-tosyo@city.kagoshima.
lg.jp）へ

③読み聞かせおすすめ絵本展
内読み聞かせにおすすめの絵本の展示や貸
し出し

期６月１日（水）～27日（月）

④生物多様性図書展～生き物とつながる～
内生物多様性に関するパネルの展示と図書
の貸し出し

期６月１日（水）～27日（月）

■星と音楽の夕べ「中島みゆき特集と春の
星空」

内プラネタリウムでの中島み
ゆきのＣＤ音楽鑑賞や星空
解説、屋外での天体観望会

期５月21日（土）19時～21時
定250人（超えたら抽選）　
料無料
申往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号、参加人数（５人まで）を書いて、５月11
日（必着）までに市立科学館へ

■大人のための朗読会inプラネタリウム
内プラネタリウムでテレビ局のアナウン
サーによる朗読会や星空紹介

対18歳以上の人
期６月17日（金）19時～20時30分
定250人（先着順）　料無料
申電話で６月９日から市立科学館へ
■小中学生電波教室　ラジオ工作会
内ＡＭラジオ製作と電波に関
する教室

対小学４年生～中学生
期６月19日（日）10時～12時
定20人（先着順）　料無料
申電話で６月９日から市立科学館へ

■第８回平川動物公園フォトコンテスト
　昨年７月１日以降に動物公園内や隣接の
錦江湾公園内で撮影した四季折々の景観や
動物たちの生き生きとした姿などの写真を
募集します。
◇テーマ　 動物、風景部門
◇申込期限　７月４日（必着）
◇申込方法など詳しくは平川動物公園ホー
ムページか窓口にある募集要項をご覧く
ださい

■花しょうぶまつり（５月28日～６月12日）
①花しょうぶまつり園芸教室
期５月28日（土）13時30分～15時
　※当日13時から特設会場で整理券を配布
定50人（先着順）
②野

の
点
だて
（茶会）

期５月29日（日）
  13時30分～15時
定100人（先着順）
③花しょうぶの花狩り
　咲き残った花しょうぶを差し上げます
期６月５日（日）14時～　
　※天候不良時は入園口で配布
定30人程度（先着順）
④花しょうぶ株分け体験
期６月12日（日）14時～
定20人（超えたら抽選）
－①～④共－
料入園料（高校生以上500円、小・中学生100円）
申①～③は不要、④は往復はがきに住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、５月30日（必
着）までに平川動物公園「花しょうぶ株
分け体験」係へ

①水族館に泊まろう
内黒潮大水槽前での宿泊、館内のガイドツ
アーやバックヤード
の見学など

対どなたでも（高校生
以下は保護者同伴）

期A６月11日（土）、
　B６月25日（土）
定各30人（それぞれ超えたら抽選、1組４
人程度まで）

申往復はがきに希望日、住所、参加者全員の
氏名（ふりがな）、性別、電話番号を書い
て、Aは５月28日、Bは６月11日（それぞ
れ必着）までにかごしま水族館「水族館
に泊まろう」係へ

②ワクワクきびなご塾「貝がらであそぼう！」
対小・中学生を含む家族かグループ（小学
３年生以下は保護者同伴）

期６月18日（土）13時30分～15時30分
定50人（超えたら抽選）
申はがきか館内設置の専用はがきに講座
名、参加者全員の氏名（ふりがな）、学年
（年齢）、代表者の住所、電話番号を書い
て、５月28日（必着）までにかごしま水族
館「ワクワクきびなご塾」係へ

　※当選者のみ参加証を送付
－①②－
料 入館料（高校生以上1500円、小・中学生750
円、幼児350円）

■体験！一日飼育係
内餌やり、水槽のそうじなど
対小学４年生～中学生
期６月19日（日）９時45分～15時15分
定32人（超えたら抽選）　料無料
◇申込方法など詳しくはかごしま水族館へ

■未来館講座
講　座　名 対 象 日　時 定員

古布活用　
古布ぞうり作り

18歳以上
の人

５月25日（水）
10時～15時 ６人

空間リメイクダ
イエット～モノ
との上手な付き
合い方～

５月28日（土）
10時～12時 40人

ホタル観察会●

小学生以
上（中学
生以下は
保護者同
伴）

５月28日（土）
19時～20時30
分

10人

大木先生と行
く！地層読み解
きin城山●

18歳以上
の人

５月29日（日）
10時～12時 20人

季節を楽しむ梅
しごと～お手軽
梅干し作り～

６月３日（金）
10時～14時 25人

伝 え る！ 伝 わ
る！ガイド講習
会

６月４日（土）
10時～12時30
分

20人

時の記念日　ベ
ニヤ板で作る日
時計

小学生以
上

６月５日（日）
13時～16時

10組
20人

古い傘や壊れた
傘でマイバッグ
作り

18歳以上
の人

６月11日（土）
13時～16時 12人

田んぼの学校～
アイガモ農法に
よるお米づくり
体験～（①どろ
んこ田植え）●
※４回連続講座

どなたで
も

６月12日（日）
９時30分～12
時

40人

剪
せんてい
定材でスプー

ン＆フォークを
作ろう

小学３年
生以上

６月12日（日）
13時～16時

15組
30人

はじめての環境
管理事業所講座

市内の事
業所に勤
務する人

６月15日（水）
10時～12時 15人

古着でつば広
帽子作り

18歳以上
の人

６月18日（土）
10時～16時 10人

自然をまとう
～草木染めの魅
力～

６月19日（日）
13時～16時30
分

15人

●は託児なし
対市内に住むか、通
勤・通学する人

◇定員を超えたら抽
選

料無料（一部、材料費
や道具などの準備
が必要）

申直接か往復はがき
（１枚１講座）、
ファクス、Ｅメールで講座名、開催日、住
所、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、
学年、電話・ファクス番号、託児（６カ月
～小学２年生）希望者は子どもの氏名、
年齢を各講座開催の10日前（必着）まで
にかごしま環境未来館（{kouza@kago
shima-miraikan.jp）へ

※小学生以下は保護者同伴。かごしま環境
未来館ホームページからも申し込めま
す。電話での申し込みはできません

おもちゃ病院 環境パートナーシップ活動助成金◇ 壊れたおもちゃをかごしまおもちゃ
病院のドクターが修理します

期５月15日（日）13時～16時（受け付け
は15時30分まで）
料入館料（高校生以上400円、小・中学
生150円）と部品交換の実費

◇環境活動団体などが鹿児島市内で実
施する環境保全などの事業を対象に
３万円を上限に助成金を支給します
◇申込方法など詳しくはかごしま環境
未来館ホームページをご覧ください

１万5000本の花が咲きほこります

田んぼの学校


